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12ボタンUSBゲームパッド
JC-U1012Fシリーズ

JC-UD12RD
JC-UB12GN

セットアップガイド

■はじめに

このたびは 12 ボタン USB ゲームパッド JC-U1012F シリーズ・JC- 
UD12RD・JC-UB12GNをお買い上げいただき誠にありがとうございます。
本セットアップガイドは、本製品のセットアップについて説明しています。
ご使用になる前に本セットアップガイドをよくお読みになり、正しくセット
アップを行ってください。

 1 ドライバをインストールする
本製品をご利用いただくためには、ドライバのインストールが必要です。

■DirectXバージョンの確認

本製品のドライバをインストールするには、バージョン7以上のDirectX が
必要です。次の手順でDirectX のバージョンを確認します。

 ［スタート］メニューから「ファイル名を指定して実行…」をクリックし
ます。

クリック

 入力欄に［dxdiag.exe］と入力し、
ボタンをクリックします。

「DirectX 診断ツール」画面が起動し
ます。

確　認

 DirectX のバージョンを確認し
てください。

バージョンがDirectX 7.0 未満
である場合は、本製品のドライ
バをインストールできません。
Windows Update （http://windowsupdate.microsoft.com/）を使
用して、DirectX を最新のバージョンにアップデートしてください。

 DirectX 7.0以上のバージョンであっても、Windows Update（http://
windowsupdate. microsoft.com/）を使用して最新のバージョンにす
ることをおすすめします。

■ドライバのインストール

本製品のドライバをインストールする手順について説明します。

 必ず、ドライバをインストールしてから本製品を取り付けてください。誤っ
てインストール前にパソコンに本製品を接続したときは、表示されている
USBデバイスのインストールをキャンセルして本製品を取り外し、ドラ
イバをインストールしてください。

 USBデバイスのインストールが自動的に完了してしまった場合は、本製
品を一度パソコンから取り外して本製品のドライバをインストールし、パ
ソコンの再起動後に本製品を接続しなおしてください。

 WindowsXP/2000の場合は、管理者（Administrator）権限を持つ
ユーザアカウントでWindowsにログオンしておきます。

 パソコンのCD-ROM ドライブに、本製品付属のCD-ROMを挿入します。
自動的にインストールプログラムが起動し、手順3の画面が表示され
ます。
 
CD-ROMが自動起動しない場合は、手順2で CD-ROMを挿入した
CD-ROMドライブをダブルクリックします。

 CD-ROMの内容が表示されたら、setup（setup.exe）をダブルクリッ
クします。インストールプログラムが起動します。

 ボタンをクリックします。

クリック

 ボタンをクリックします。
ドライバがインストールされます。

クリック

 ボタンをクリックします。

■パソコンに接続する

 本製品をパソコンのUSBポートに接続
します。
自動的に本製品の認識が開始されま
す。
各OSによってメッセージの表示が異
なります。
ご使用のOSを確認してください。
本製品接続時は、デジタルモードになっています。

タスクトレイにインストール完了のメッセー
ジが表示され、自動的に認識されます。これ
で本製品とパソコンの接続は完了しました。

WindowsXPの場合

ダイアログに「新しいハードウェアに必要なソフトウェアをインストールし
ています。」とメッセージが表示され、自動的に認識されます。これで本製
品とパソコンの接続は完了しました。

WindowsMeの場合

ダイアログに「新しいハードウェアが見つかりました。」とメッセージが表示
され、自動的に認識されます。これで本製品とパソコンの接続は完了しま
した。

Windows2000の場合

新しいハードウェアの追加ウィザードが表示されます。次の手順に従って
USBヒューマン インターフェイス デバイスのドライバをインストールします。

クリック

 ボタンをクリックします。

クリック

 「使用中のデバイスに最適なドライ
バを検索する（推奨）」ラジオボタン
を選択して、 ボタンをク
リックします。

クリック

 すべてのチェックボックスをチェック
しない状態にして、 ボタ
ンをクリックします。

クリック

 ボタンをクリックします。
インストールを開始します。

 使用するパソコンによってはCD-
ROMを要求される場合がありま
す。このときは、要求されている

 Windowsの CD-ROMをパソコンのCD-ROMドライブに挿入して
ボタンをクリックします。

クリック

 ボタンをクリックします。

これで本製品とパソコンの接続は完了しました。

Windows98の場合

 JC-U1012F・JC-UD12RD・JC-UB12GN・JC-U1012V・JC-
U912F・JC-U912Vを混在して使用するときは

 12 ボタンUSBゲームパッドの、JC-U1012V・JC-U912F・JC-
U912Vの各シリーズと混在して使用するときは、次のことにご注意く
ださい。

 ・  本製品の使用を中止して、他機種のいずれかのゲームパッドを購入し使
用する場合、コントロールパネルから「アプリケーションの追加と削除」
を使用して、本製品のドライバをいったん削除してから、購入された製
品のドライバをインストールしてください。

   ドライバを削除せずそのまま購入された製品を接続すると、製品は
問題なく使用できますが、認識名が「JC-U1012F JC-UD12RD 
JC-UB12GN」と表示されます。

  認識名は異なりますが、問題なく製品を使用できます。
 ・  本製品と他機種のいずれかのゲームパッドを購入し1台のパソコンに

接続して同時に使用する場合、最初にインストールしたドライバの
認識名が表示されます。認識名は異なりますが、問題なく製品を使
用できます。

 2 ゲームパッドの接続･動作を確認する
本製品が正常に認識され、動作しているか確認します。

■ボタンについて

・アナログモード（ANALOGボタン : 点灯）のとき
前面

左スティック（⑨ボタン）

⑫ボタン

①ボタン

②ボタン

④ボタン

③ボタン

ANALOGボタン（点灯）

方向キー・上下左右

AUTO
ボタン

CLEAR
ボタン

右スティック（⑩ボタン）

⑪ボタン

ANALOGボタンを押すと、アナログボタンが点灯しアナログモードになり、
左右スティックがアナログ入力できます。
・ 本製品接続時は、デジタルモードになっています。
・ ⑨ボタン、⑩ボタンはスティックを押し込んだときに機能します。

上面 ⑦ボタン ⑧ボタン

⑤ボタン ⑥ボタン

・デジタルモード（ANALOGボタン : 消灯）のとき

方向キー・上下左右　⑨ボタン
左スティックはデジタルで上
下左右が入力されます。方向
キーと同様の動作になります。

ANALOGボタン
（消灯）

①～④ボタン　⑩ボタン
①～④ボタンが入力されま
す。実際の①～④ボタンも
同時に入力できます。

上

下

左 右

①

③

④ ②

他のボタンはアナログモードと同じです。
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■連射機能を使う

本製品の①～⑫のすべてのボタンに対して個別に連射機能を設定できます。
特定のボタンだけ連射機能を有効にしたり、すべてのボタンに対して連射機
能を有効にすることもできます。

 連射速度は変更できません。

連射機能を有効にする
 連射機能を有効にしたいボタンを押しながら、AUTOボタンを押します。

 連射機能を有効にしたいボタンが他にもある場合は、手順1を繰り返します。

連射を解除にする
有効にした連射を解除します。

 連射を解除したいボタンを押しながら、CLEARボタンを押します。

 連射を解除したいボタンが他にもある場合は、手順1を繰り返します。

■コントロールパネルで確認する

コントロールパネルの「ゲームコントローラ」または「ゲームオプション」画面
から本製品の動きを確認できます。次の手順で「ゲームコントローラ」または
「ゲームオプション」画面を表示します。

・Windows®XPの場合
［スタート］メニュー→［コントロールパネル］の順に選択します。［プリン
タとその他のハードウェア］をクリックし、［ゲームコントローラ］をクリッ
クします。「ゲームコントローラ」画面が表示されます。

・Windows®Me/2000/98の場合
［スタート］メニュー→［設定］→［コントロールパネル］→［ゲームオプショ
ン］の順に選択します。「ゲームオプション」画面が表示されます。

 コントローラから「JC-U1012F JC-
UD12RD JC-UB12GN」を選択し
て、「プロパティ」ボタンをクリック
します。
「JC-U1012F JC-UD12RD JC-
UB12GN Game Padのプロパティ」
画面が表示されます。

 「JC-U1012F JC-UD12RD JC-
UB12GN Game Padのプロパティ」

 が表示されない場合は、本製品のドライバが正しくインストールされて
いません。「ドライバのインストール」を参照して、ドライバを正しくイ
ンストールしてください。

 ［Test］タブでは、各ボタンの動きを確認できます。

右スティックの動きを表示します。

ハットスイッチの動きを表示します。

方向キーまたは左スティックの動き
を表示します。

1～ 12の各ボタンの状態をイラス
トで表示します。

 ［Vibration Test］タブでは、振動のテストができます。

振動テストするコイルを選択します。
両方（Both）、左のみ（Left）、右のみ（Right）
から選択してください。
振動テストする大きさを指定します。
振動テストする時間を指定します。
初期値は1秒です。

クリックすると、上記内容で振動します。

振動中にクリックすると、テストを中止し
ます。

スティックを調整します。

初期設定に戻します。

 ［Settings］タブでは、左右スティッ
クを調整できます。

 詳しくは、「スティックを調整する」を参照してください。［Test］タブ
で左右スティックのみが動作しなかった場合などに調整してください。

 ［About］タブでは本製品のドライバ
のバージョンを確認できます。

 ボタンをクリックします。
「JC-U1012F JC-UD12RD JC-
UB12GN Game Padのプロパティ」
画面を閉じます。

 ボタンをクリックします。
「ゲームコントローラ」または「ゲーム
オプション」画面を閉じます。

■スティックを調整する

［Test］タブで左右スティックのみが動作しなかった場合や中心があっていな
いときにスティックを調整します。

 通常は本製品の接続時に自動的に調整しますので、調整の必要がありま
せん。正しく動作しなかったり、スティックの中央がずれてしまったり
など調整の必要がある場合のみご利用ください。

 「コントロールパネルで確認する」の手順1を参考にして、「JC-U1012F 
JC-UD12RD JC-UB12GN Game Pad のプロパティ」画面を表示し
ます。

 ［Settings］タブをクリックします。

 本製品がデジタルモードの場合は、ANALOGボタンを押してアナログ
モードにします。
アナログモードで動作しているときは、LEDが赤色に点灯します。

 ボタンをクリックします。
「JC-U1012F JC-UD12RD JC-
UB12GN Game Pad Calibration」
画面が表示されます。

 本製品のいずれかのボタンを押します。
スティックの調整がスタートします。

 左右のスティックをぐるぐると大き
く円のように動かしてください。そ
の後スティックから手を離してス
ティックを中央に戻します。

 スティックを動かすとき押し込まな
いでください。ボタンの機能が働い
てしまいます。

【 商品に関するお問合せは 】
エレコム総合インフォメーションセンター

TEL：0570-084-465
FAX：0570-050-012

[ 受付時間 ]　9:00～ 12:00　13:00～ 18:00
年中無休
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 左右のスティックに触れないようにして、本製品のいずれかのボタンを押
します。

 スティックから手を離してスティッ
クを中央に戻した後数秒待ち、本製
品のいずれかのボタンを押します。

 本製品のいずれかのボタンを押すか、
ボタンをクリックします。

スティックの調整が完了し、「JC- 
U1012  J C - U D12R D  J C -
UB12GN Game Pad Calibration」
画面を閉じます。

 ボタンをクリックします。
「JC-U1012F JC-UD12RD JC-UB12GN Game Pad のプロパ
ティ」画面を閉じます。

 ボタンをクリックします。 
「ゲームコントローラ」または「ゲームオプション」画面を閉じます。


